
　このたび発生いたしました台風15号では、千葉県はもとより富里市にも甚大な被害をもたらしております。ここで、被災されました皆さまに心よ

りお見舞いを申し上げます。また停電においては、市民の皆さまのご心労は絶えなかったものと存じます。

　本市では、富里市地域防災計画に準じ、台風接近予測から早期に第2配備体制を整え、その後災害警戒本部さらには災害対策本部へと移行し、職員

一丸となり、全力で対応を行っております。　

　この間に、自衛隊に対する災害派遣を要請するとともに、東京電力を本部に配置し、災害対応支援として、経済産業省、国土交通省、茨城県庁、千

葉県庁の皆さまにも対応いただき、また、民間企業や様々な方々のご支援をいただいてまいりましたことに、心から感謝申し上げます。

　今後も引き続き、関係機関並びに関係者の皆さまのご協力をいただきながら、一日も早い復旧に向け全庁体制で取り組んでまいりますので、何とぞ、

よろしくお願いいたします。 富里市長　五十嵐博文

市の人口●（令和元年８月 31 日現在）

　　　　　　５０，１４２人（ 前月比　－ 22）
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台風15号により被害を受けられた皆さまへ

被災された皆さまへのお知らせ

台風 15 号により被害を受けた人に、「り災証明書」、「り災届出証明書」を発行

しています。各証明書は、台風 15 号による被害が発生した９月８日～９日時点

で被災物件を所有していた人（法人含む）、または被災物件に居住していた人（法

人は含まない）に発行されます。手数料は無料です。

り災証明書とは

　証明の対象は、被害程度を判定できる「住宅」です。

　市が住宅の被害状況の現地調査を行い、その確認した事実に基づき被害程度

　を判定し、発行する証明書で、各支援などの基準になります。

り災届出証明書とは

　証明の対象は、住家のほか、住家に付随する物置・倉庫などの家屋、家財道

　具なども含まれます。市に対して被害の届出がなされたことを証明するもの

　で、提出された被害状況がわかる写真により、確認します。

■申請できる人

　○り災した本人　○同居の親族

　※上記以外の人が申請するときは、委任状（任意様式）が必要です。

■持ち物　

　○り災証明交付申請書または、り災届出書

　　（窓口で記入または市公式ホームページからダウンロード）

　○被害状況が分かる写真（パソコンからプリントしたもので可）　

　○印鑑（認印）　○本人確認資料（運転免許証など）

■受付時間　8：30 ～ 17：15　（土・日曜日、祝日を除く）

■注意事項　

　り災証明書は、被害状況が分かる写真がない場合には、復旧後の証明はできません。

り災証明書・り災届出証明書

問・申請先　課税課　 （93）0444

一般廃棄物の受け入れ

台風 15 号で被害を受けた人の一般廃棄物の受け入れをします。

代理人が搬入することはできませんので、必ず被害を受けた本人が搬入してく

ださい。台風の影響で発生した一般廃棄物に限り手数料は免除となります。

なお、富里市外で発生した廃棄物は受け入れできません。

■受付時間　（日曜日、祝日を除く）

　平日：8：30 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 16：00　

　土曜日：8：30 ～ 12：00　

■提示が必要なもの

　○り災証明書または、り災届出証明書

■受け入れできないもの

　○農業用ハウスのビニールとパイプ　○農業用の防風・防塵ネット

　○農業用資材　○建築廃材（内装材など）　○消火器

　○危険物（ガスボンベ、油類・薬品などの液状のもの）

　○医療用廃棄物（注射針、インシュリン自己注射用器具など）

　○有害物質や有害物質が含まれるもの（石綿など）

　○自動車、オートバイ（部品を含む）

■搬入時のお願い

　搬入するときは、できる限り分別をお願いします。

　通常のごみ収集と同じく、可燃ごみ・不燃ごみ・ガラスビン・ペットボトル

　などに分別をお願いします。

　粗大ごみは以下のように分別をお願いします。

　○金属類　○木材類（ネジなどの金属類はできる限り取り外してください。）

　○プラスチック類　○繊維類（ふとん、衣類など）

問 クリーンセンター　 （93）4529

現時点では国・県の助成制度について決定していませんが、今後、助成制度が実施された場合に必要と考えられる資料などの準備をお願いします。

詳しくは問い合わせてください。

■必要資料など

　○施設・農作物の被害状況写真（可能な限り撮影日入り）※施設の全体、１棟ごとの写真、施設詳細（換気・スジカイなど）

　○施設・農作物の作業日報（撤去や修繕、農作物の被害状況）

■その他　被災した施設が、過去に補助を受けて設置や修繕をしている場合は、後日、被災状況の確認を行います。

農業用ビニール等資材の処分について

　○農業用ビニールについては、冬（来年1月下旬予定）の廃プラスチック回収で対応をお願いします。

　○ハウスのパイプや、その他の農業用資材については、クリーンセンターでの受け入れができませんので、各自処理をお願いします。

被災された農家の皆さまへ
問 農政課　 （93）4943
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市長就任あいさつ
　８月の市長選挙で市民の皆様から負託を受け、幾多の先人が長きに渡り、

築き上げてこられた歴史ある郷土を守り、その発展に尽くせるという、この

上ない光栄を賜ったと同時に、市民の皆様のご期待の大きさを強く感じ、あ

らためて、全ての富里市民の生活を守り、力強い富里を次世代につないでい

くという、市長の重責に、身の引き締まる思いでおります。

しかしながら、その重責に屈することなく、全力を傾注し、今後の市政運営

に邁進していく覚悟でおります。

　市では、進展する高齢化社会に対応する社会保障費など、多額の予算の確

保が必要となる一方で、財政は、非常に厳しい状況から、今後は、これまで

具体性を欠いてきた歳入改革について、議論を深めていくことが非常に重要

となります。そこで私は、改革を推し進めるうえでも、財政難をチャンスと

捉え、歳入拡大に向けた歳入改革の強化を柱に、各事業の再点検も踏まえた

歳出改革の着実な推進を図ることで、持続可能なまちづくりへの転換を行っ

てまいります。

　そして、政策の歯車を回す動力源こそが、行政力であります。職員が挑戦

する組織風土を創るうえでも、職員自らが発想と行動を起こせる。そして発

信できる能力を備えた人材の育成から、まずは、職員一人一人との対話を重

視し、環境づくりの足掛かりとしてまいります。また、新たに市長直属となる、

経営戦略室を設置し、各種事業や、公共施設再編プログラムによる、ファシ

リティマネジメントなどの提言を行うことで、行政のスリム化とともに、行

政力の強化を図ってまいります。

　政策の歯車の第一に「成田空港とともに発展」を続けなければなりません。

そこで、成田国際空港西側から、酒々井インターチェンジまでの間を、産業

道路として直結道路化を図ってまいります。また、圏央道の代替道路として、

国道４０９号と主要地方道成田小見川鹿島港線を接続するために、整備の位

置づけの確保に向け取り組んでまいります。さらに、都市計画マスタープラ

ンの、新たな市街地の形成を実現するうえで、規制緩和が有効であることから、

積極的に千葉県に対し働きかけ、新たな企業立地の創出を図ってまいります。

　第二に、農業・商業・工業は、まちの基盤となっています。しかし、現状

は厳しい状況にあり、農業では、抜本的な部分である収支改善に目を向ける

ことが重要なことから、いかに、比較優位性を発揮するかなど、今後は、高

付加価値型・高収益型農業への転換を図ってまいります。また、商工業では、

消費の強化への積極的な支援を行うとともに、創業・事業承継への円滑な仕

組みづくりなど、更なる支援を行ってまいります。さらに、有害鳥獣による

被害が増加していることから、市域全体の体制整備に向け支援の拡充を図っ

てまいります。

 このように、まちの活力を生み出し、歳入の拡大に努める一方で、第三とし

て、福祉が暮らしを守ります。少子高齢化社会が本格化する中で、「富里市子

ども・子育て支援事業計画」の総合的な検証を実施し、女性が暮らしやすく、

働きやすい環境づくりと合わせ、妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援の充

実と拡充に向け、着実に取り組んでまいります。教育では、子どもたちの可

能性を最大限に伸ばす教育にあわせ、特性に配慮した、思いやり教育の充実

により、学力向上を図るためにも教員の働き方改革の推進と合わせ、関係者

との連携を図り支援を強化してまいります。また、高齢者や障害者の皆様が、

誰もが医療・介護・福祉が受けられる環境は、益々重要となることから、関

係機関との連携を強化し、支援体制を整えていくとともに、地域公共交通では、

あらためて地域に最適且つ効果的な交通ネットワークの再構築に向け、取り

組んでまいります。

　そして、第四は、次世代に魅力を発信していきます。将来に渡り、富里を

愛し続け、住み続けていただくためにも、成田国際空港とともに発展し、福

祉の充実を図ることで、暮らす・働くが融合したまちづくりを加速してまい

ります。また、外国人の市民が益々増加することから、日常的な生活習慣の

習得やコミュニケーションの確保など、多文化共生にむけた環境整備に向け

取り組んでまいります。消防は、準特定小規模消防本部の要件から、今後は、

広域化の枠組みなど、可能性について、具体的な協議に入ってまいります。

また、旧岩崎家末廣別邸の保存・活用するためにも、関係機関や企業等との

連携も図り、拠点の形成に向け加速してまいります。

　これから私は、強い信念のもと、市政の課題の実情を肌で感じるため、積

極的に現場を回るとともに、市民の皆様との対話の機会を増やしてまいりま

す。さらに、戦略的パートナーでもある、国・千葉県・近隣自治体をはじめ、

成田国際空港や企業等との対話も深め、より一層関係を強めることで、これ

らを基に、組織や地域の枠にとらわれない横断的な連携を築き、「オール富里」

の体制で、新たな時代の市制発展のために進めてまいります。

　市民の皆様におかれましては、私の真意をお汲み取りいただき、格段のご支援ご

協力を賜りますよう、心からお願いを申し上げ就任のあいさつとさせていただきます。

4 期 16 年終え退任
相川堅治市長　お疲れ様でした

平成15年 8月から4期16年間、富里市をけん引してきた相川堅

治市長が、8月24日で退任しました。23日の退任式では、「皆さ

んの努力が富里の笑顔になる。真っ直ぐ前を向いて歩んでほし

い。ありがとう。」と述べ、多くの市民、職員に見送られ、庁舎

を後にされました。

　平成 15 年、富里市長に就任して以来、４期 16 年にわたり、市民の皆様の心温

まる御支援、御協力の下、市長として富里市政を担わせていただき、8 月 24 日の

任期満了をもちまして、市長の職を退任いたしましたので謹んでご挨拶申し上げます。

　私は、みんなでつくる　「笑顔あふれるまち・富里」の基本理念の基、恵まれた

自然環境の中にある優良な農業のまちとして、また、成田空港に近郊する国際性

豊かな産業都市として、そして、まちづくりの主体は「人」である協働によるま

ちづくりを目指し、市政発展に努めてまいりました。

　常に市民のことが頭から離れることはなく、市民のための富里市を目指し、築

いてまいりましたが、体力の限界を身に感じ、この度の決断にいたりました。こ

れからは一市民として富里市の発展にいささかなりとも尽力してまいりたいと考

えております。

　結びになりますが、富里には発展していく素晴らしい要素がたくさんございま

す。いつまでも住んでいたい富里市として、さらに発展して行くことを心からお

祈り申し上げまして私の退任の挨拶とします。

長年にわたる市民の皆様のご厚情、ご支援、本当にありがとうございました。

市民の皆さまへ

五十嵐博文市長 就任

8月26日（月）初登庁（市役所正面玄関）
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問生涯学習課（中央公民館内）　 （93）7641

富里市の 10 ～ 11 月のイベントご案内

発表　中央公民館講堂
２日（土）10：00 ～

フラダンス、舞踊、太極拳、民謡、三

味線、詩吟、コーラス、篠笛など

行事　
※ 12：00 ～ 13：00 は昼休み

中央公民館

３日（日・祝）

●将棋大会　２階和室（大・小）

　9：00 ～　対局開始 10：00 ～　

　費用…1,500 円（昼食代）

●押し花で小物作り　1 階ロビー　

　10：00 ～ 14：00

　材料無くなり次第受付終了

　費用…スティックキーホルダー300 円、

　　　　ハガキ 100 円

４日（月・振休）

●囲碁大会　2 階和室（大）　

　9：00 ～　対局開始 9：40 ～　

　費用…無料

●陶芸体験教室　1 階ロビー　

　10：00 ～ 15：00

　材料無くなり次第受付終了

　費用…300 円

●茶会　2 階茶室・和室（小）　

　10：00 ～ 15：00

　費用…200 円（抹茶・茶菓子代）

展示　中央公民館内
２日（土）～４日（月・振休）

9：00 ～ 17：00（４日は 16：30 まで）

押し花、和紙ちぎり絵、華道、手工芸、

陶芸、書道、写真、絵画、俳句、短歌、

絵手紙、児童・生徒作品展、ユネスコ

パネル展、標語、フラワーアレンジメ

ントなど

文化祭 11 月２日（土）～４日（月・振休） 

福祉センター　10：00 ～ 15：00

社会福祉事業や福祉団体の活動、ボランティア活動などを紹介します。

市社会福祉協議会福祉功労者等表彰、

芸能発表会、赤ちゃんハイハイレース（予約制）、

模擬店、富里ひずめ太鼓、赤い羽根街頭募金運動、

ボランティアウォークラリーなど

福祉まつり 11 月３日（日・祝） 

中央公民館講堂　13：30 ～ 15：00

戦争や核兵器の恐ろしさや平和の尊さに

ついて考えてみませんか。平和を考える

作文の朗読や、中学生が被爆地・長崎で

学んだことを発表します。

問秘書広報課　 （93）1112

平和を考える作文コンクール表彰式

平和学習リーダー長崎訪問報告会
11 月３日（日・祝） 

10 月 14 日（月・祝） 
2019とみさとスポーツ

健康フェスタ

■場所　中央公民館前駐車場

■対象　次のいずれかに該当する人

　○市内在住の農業者

　○市内に事業所のある事業者

■品目　

　○農産物（市内で生産された物）

　○商工業製品

　　（取り扱っている商品・製品）

■申込　10 月 11 日（金）まで

※農業者は農政課、商工業者は市商工会の窓口で申し込んでください。

ごみの減量と資源の有効活用！リサイクルマーケット出店者を募集します

産業まつりで自慢の農産物や商工業製品を出品・紹介してみませんか

11 月 17 日（日） 
産業まつり

リサイクルマーケット
出店者募集

問・申込先　

　産業まつり実行委員会事務局（農政課内）　 （93）4943

問・申込先　環境課　 （93）4946

共通事項

■対象　市内在住、在勤、在学の人　■費用　無料

■申込　★印の種目は事前に電話で申込みが必要、それ以外は直接会場へ。

■申込期限　10 月９日（水）

■服装・持ち物など　運動しやすい服装や靴、タオルなど、室内種目は上履き

■その他　★印の種目は、開始時間の 30 分前から受け付け。

社会体育館（室内競技）
　

ソフトバレーボール大会（★）

幅広い年齢の人々に親しまれ、柔らか

いゴム製のボールを使った 4 人制のバ

レーボール競技です。

■時間　９：30 ～ 15：30　

■場所　２階アリーナ　■対象　小学生以上

■定員（1 チーム 4 ～ 8 人）

　○フリー部門８チーム

　○親子部門　８チーム

※部門についての詳細は、問い合わ

せてください。

ボッチャ（ニュースポーツ体験）

東京2020パラリンピックの正式種目です。

■時間　10：00 ～ 12：00　

■場所　１階剣道場　■対象　小学生以上

中央公園（屋外競技）　

※都合により内容や講師が変更とな

る場合があります。

野球教室（★）

元千葉ロッテマリーンズの OB 選手を

講師に迎えて開催します。

■時間　13：00 ～ 16：00　

　　　　※雨天中止

■場所　野球場

■対象　小学１～６年生　

■定員　120 人　■持ち物　グローブ

サッカー教室（★）

ジェフユナイテッド市原・千葉から普

及コーチを迎えて開催します。

■時間　10：00 ～ 12：00　

■場所　イベント広場

■対象　小学１～6年生　■定員　100人

■持ち物　トレーニングシューズ、ま

たは運動靴（スパイクは禁止）、サッ

カーボール 1 人 1 個

問・申込先　生涯学習課（社会体育館内）　 （92）1597
問市社会福祉協議会　 （92）2451

■場所　中央公園イベント広場

■対象　市内在住の人

■定員　30 人　■費用　無料　

■申込　定員になり次第締め切り

■その他　出店物は、家庭内の不要品に限ります。

【出店者説明会】

■日時　10 月 17 日（木）10：00 ～

■場所　市役所分庁舎２階大会議室

■出店場所　説明会で決定。欠席の場合は、環境課で出店場所を指定します。
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市内の幼稚園及び認定こども園では、令和２年４月に入園する園児を募集しま

す。願書の交付及び受付は、各園で行います。

なお、認定こども園の２号認定（満４歳以上で保育を希望）は、11 月号の広

報で保育園の募集と一緒にお知らせします。

令和２年度幼稚園及び認定こども園（１号認定）園児募集

問子育て支援課　 （93）1174

●私立幼稚園

　詳細は、各幼稚園へ直接お問い合わせください。

園名 年齢 募集人数 願書交付・受付期間

太子幼稚園

日吉倉 483

（93）3291

３歳児

４歳児

30 人

10 人

願書交付　10 月 15 日（火）～ 31 日（木）

願書受付　11 月１日（金）

末広幼稚園

七栄 647 ー 41

（93）6556

３歳児

４歳児

５歳児

50 人

若干名

若干名

願書交付　10 月 15 日（火）～

願書受付　11 月１日（金）

日吉台幼稚園

日吉台５ー 25

（93）4408

３歳児

４歳児

５歳児

60 人

10 人

15 人

願書交付　10 月 15 日（火）～

願書受付　11 月１日（金）

●公立幼稚園・公立こども園

○入園資格は①と②を満たす幼児です。

　①富里市に住民登録をし、かつ居住している幼児

　②４歳児：平成 27 年４月２日～平成 28 年４月１日までに生まれた幼児

　　５歳児：平成 26 年４月２日～平成 27 年４月１日までに生まれた幼児

○応募者が募集人数を超えた場合は、抽選になります。

○抽選は 11 月 18 日（月）15：00 ～　各園で公開で行います。

園名 年齢 募集人数 願書交付・受付期間

浩養幼稚園

十倉 185 ー 54

（94）0054

４歳児

５歳児

25 人

12 人

願書交付

10 月 21 日（月）～ 11 月１日（金）

９：00 ～ 16：00

（土曜日、日曜日を除く）

※浩養幼稚園は、10 月 28 日（月）

　は園行事のため、願書の交付

　ができません。

願書受付

11 月 12 日（火）、13 日（水）

９：00 ～ 16：00

富里幼稚園

七栄 636 ー１

（93）2387

４歳児

５歳児

70 人

22 人

葉山こども園

御料 1009 ー 32

（93）1215

４歳児 １人

向台こども園

中沢 1023

（93）2951

４歳児 ４人

～ みんなでつくるまちづくり～

富里市区長会紹介
問市民活動推進課　 （93）1117

みんな知ってる？
防犯灯って…。

ねえ。とみぽくん。防犯灯って知ってる？？

知ってるよ。電柱についているやつでしょ。

区や自治会って必要なんだね。じゃあ、区

や自治会に入らないと。

へー！！それは知らなかった。

防犯灯は市が管理してるのと、地域（区

や自治会）が管理している物があるんだよ。

新しく設置したり、壊れた時の修理も地域

なんだ。もちろん電気料金も地域で支払っ

ているよ。

そうだよ。区や自治会に加入して、自分た

ちが住みやすい地域づくりを一緒にしよう

よ。

　市区長会は、市内地域行政の合理化と能率化に努め、市民の福祉を推進し、市政に対する積極的か

つ建設的な協力を行い、併せて会員相互の親睦と連携を図ることを目的として、昭和 32 年２月 11 日

に発足しました。会員は区・自治会の代表者 74 人で構成されています。

■主な活動

市各種事業への

協力・参加

ゴミゼロ運動、ポイ捨て“ ナイナイ”キャンペーン、回覧物等の配布な

ど

住民代表者として各種

委員会などに委員の派遣

協働のまちづくり推進委員会、環境審議会、就学区域審議会、社会福祉協

議会など

区・自治会への加入促進ＰＲ
広報とみさと掲載（年 2 回）、転入者に市民課窓口で加入促進のチラシ配布、

開発事業者へ事前協議時に加入促進依頼など

■主な事業

視察研修会
会員の知識向上・親睦を深めるために、日帰り視察・宿泊視察研修（１泊

２日）を実施

市内施設見学会 &

意見交換会

施設見学会を通じて、問題点や悩みなど会員間の情報交換を行う場として

開催

各地域への助成 各地域での活動を促進するために、学区活動助成金を支給

令和元年度富里市区長会役員

会　　長　山本　猛　　（立沢台）　

副  会  長　渡辺　邦孝　（日吉台５丁目北）

　　　　　細谷　誠　　（七栄第四）

　　　　　高谷　正敏　（大和ニュータウン）

理　　事　町田　弘　　（日吉台１丁目）

　　　　　中村　好美　（七栄第三）

　　　　　木村　利政　（七栄第六）

　　　　　長谷川英利　（根木名ニュータウン）

　　　　　上村　豊　　（花輪台）

　　　　　中野　良治　（東立沢）

　　　　　篠原　操　　（高松）

　　　　　石井　昇　　（二区）

会計監査　吉岡　弘之　（日吉倉）

　　　　　飯田　茂　　（七栄第一）

　　　　　林田　秀雄　（中沢）

　　　　　小谷内　哲　（立沢ニュータウン）

地域の『絆』　

自治会に加入しましょう！

市内には区・自治会・町内会など現在１１０

の自治組織（以下「自治会」）があります。

これらの自治会は、地域のコミュニティづく

りのために住民の皆さんで自主的に設立され

た組織です。自治会では、住みよい地域づく

りを目指し、美化活動、防災・防犯活動、レ

クリエーション活動などの実施のほか、地域

のいろいろな課題の解決に取り組んでいます。

また、市政情報も自治会を通じてお知らせし

ています。

自治会への加入については、お住まいの地域

の自治会長へ問い合わせてください。自分が

どの自治会になるのかわからないときなどは

市民活動推進課（ 93-1117）に問い合わせ

てください。
▲千葉県警察広報センター視察
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市税・保険料は口座振替を！簡単！

便利！

問   納税課　 （93）0434

口座振替は、指定口座から納期限の日に、自動的に引き落として納税する便利

な制度です。市では、口座振替を推進しています。

納め忘れの心配や、金融機関などへ納付に出かける手間が省けます。

一度申し込むと、翌年度以降も自動的に継続されます。

■口座振替ができる市税など

　○固定資産税・都市計画税　○市民税・県民税（普通徴収）　○軽自動車税

　○国民健康保険税　○後期高齢者医療保険料（普通徴収）

　○介護保険料（普通徴収）

■口座振替ができる金融機関

　千葉銀行・みずほ銀行・三菱ＵＦＪ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・埼玉

　りそな銀行・常陽銀行・千葉興業銀行・京葉銀行・千葉信用金庫・銚子信用

　金庫・佐原信用金庫・銚子商工信用組合・中央労働金庫・富里市農業協同組

　合・ゆうちょ銀行

■申込期限

   キャッシュカードでの申込みは、振替開始希望納期限の概ね 2 週間前まで。

   口座振替依頼書での申込みは、振替開始希望納期限の２か月前まで。

■申込

●キャッシュカードでの申込

口座名義人本人が、キャッシュカード（対象金融機関のみ）と、本人確認が

できるもの（運転免許証など）を持参し、暗証番号入力などの手続きを行う

と、即時に申込みができます。

　納税課、国保年金課、日吉台出張所で手続きが可能です。

　※法人カード、代理カードなど利用できないカードがあります。

　※富里市農業協同組合は、口座振替依頼書で申し込んでください。

●口座振替依頼書

　口座振替依頼書（①または②）に必要事項を記入・押印し、申込書の種類に

　応じて提出してください。

　①専用ハガキ

　　市役所（納税課など）と日吉台出張所に備え付けてあります。

　　郵送または納税課窓口に提出してください。

　②Ａ４サイズの申込書（３枚複写）

　　納税課と市内金融機関に備え付けてあります。

　　納税課または市内金融機関に提出してください。

11月は「市税収納強化月間」

問   納税課　 （93）0433　

    国保年金課　 （93）4084

市では、税負担の公正・公平性の確保と各種行政サービスの維持を目的に、11

月を市税収納強化月間としています。

市税などの未納がある人を対象に、毎週日曜日に電話催告と納付相談を行い

ます。

納付相談などの対象は、市民税・県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、

国民健康保険税です。

●休日電話催告

　市税の納付遅れや滞納額の増加を防止するため、納期限までの納付が確認

　できない人に、電話でお知らせします。

　なお、特定の金融機関や口座番号への振り込み指示は行いません。

●休日納付相談

　仕事の都合で平日に納付できない人や特別な事情で市税の納付が困難な人

　の休日納付相談を実施しています。（納付書がない人でも納付できます。）

　日　時　11 月 3 日（日・祝）、10 日（日）、17 日（日）、24 日（日）

　　　　　９：00 ～ 16：00

　場　所　国保年金課

　※休日は正面玄関が施錠されていますので、すこやかセンターの休日夜間

　　受付の入口を利用してください。

市では、市税滞納者から差押えた財産をインターネット公売します。

詳しい内容や参加方法は、市公式ホームページ内の「富里市インターネット公

売ガイドライン」で確認できます。また、公売の参加・入札はヤフー㈱の「官

公庁オークション」のページで手続きしてください。

売却で取得した代金は、未納税金などに充てられます。全国どこからでも 24

時間参加できるインターネット公売に多くの人に参加してもらい、滞納額の縮

減を目指します。

■公売物件　不動産

　　　　　　土地　富里市立沢字リノ前野 561 番 197　山林（宅地）85 ㎡

　　　　　　　　　富里市立沢字リノ前野 561 番 227　山林（宅地）132 ㎡

■公売参加申込期間　10月 11 日（金）23：00 まで

■入札期間　10月 18 日（金）13：00 ～ 10 月 25 日（金）13：00

●市公式ホームページ

　http ://www.c ity . tomisato . lg . jp

●ヤフー㈱　官公庁オークションページ

　http ://kouba i .auct ions .yahoo .co . jp/

問   納税課　 （93）3895（インターネット公売専用）

インターネット公売

【事例】 

　台風で屋根が破損し雨漏りしたので、慌てて手元にあったチラシの事

業者に電話して来てもらった。

　応急処置としてブルーシートを掛けてもらい、屋根のふき替え工事を

してもらうことになったが約２００万円と高額だった。

　もっと安い屋根材を使うようお願いしたが、「これしか扱っていない。」

と言われた。雨漏りで困っていたこともあり契約したが、やはり高額な

ので解約したい。　　　　　　　　　　　　　　　　　（70 歳代　女性）

 慌てないで！災害後の住宅修理トラブル

はい、こちら

消費生活センターです！

消費生活センターに寄せられる相談事例を紹介します。

●アドバイス
・豪雨や台風など自然災害による被害で、住宅の修理などが必要な場合でも、

慌てずに複数の事業者から見積もりを取ったり、周囲に相談したりした上で慎

重に契約しましょう。

・安心して依頼できる事業者について、日ごろから情報を集めておくことも大

切です。

・自然災害が起きた後は、住宅修理や便乗商法などの様々な相談が寄せられます。

困ったときは、消費生活センターにご相談ください。　　　

問相談先　消費生活センター　 （93）5348　

日平日（祝日、年末年始を除く）9：30 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 16：00

場市役所分庁舎２階

他地域や団体などの希望に応じて、消費生活相談員を無料で派遣し、トラブ

　ルを未然に防止するための講座などを開催しています。

消 費 生 活
相談コラム

183

地方税共通納税システムが始まりました

問   ヘルプデスク　 （0570）081459

　受付時間９：00 ～ 17：00　（土・日・祝日、年末年始 12/29 ～ 1/3 は除く）

　 http ://www.e ltax . jp/ エルタックス 検索

今まで、事業所などで行っている地方税の電子申告、電子申請・届出に加え

電子納税が利用可能となりました。

市へ電子納税できる税金の種類は、法人市民税、個人住民税（特別徴収分、退

職所得分）です。

利用時間は 8：30 ～ 24：00（土・日・祝日、年末年始 12/29 ～ 1/3 は除く）です。

利用届出、ソフトウェア、パソコン環境の準備などが必要になる場合があります。

詳しくはｅＬＴＡＸホームページをご覧ください。
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10 月 1日～ 7日は
全国労働衛生週間
県雇用労働課　 043（223）2743

健康づくりは　人づくり

みんなでつくる　健康職場

労働災害の発生防止に向け、事業者な

どによる職場巡視や、緊急時の災害を

想定した実施訓練など、職場における

自主的な労働衛生管理活動を通じ、よ

り一層の労働衛生水準の向上や労働衛

生意識の高揚を図りましょう。

10 月 15日～ 21日は
違反建築防止週間
都市計画課　 （93）5148

違反建築防止週間中は、建築パトロー

ルが実施されます。建築基準法では、

建物の安全性を確保し、私たちの生命

や健康、財産を守るため、建物の敷地

や構造などに関するさまざまな基準

を定めています。建物を建てる場合は、

建築基準法などの法令で定める基準や

手続きを守り、適正に工事を進め、完

了したときは、その建物が法令に基づ

き安全なものであるか検査を受けま

しょう。

また、新築時は適法でも、改修や用途

変更により違反になる場合があります

ので、改修などの時は事前に建築士に

相談しましょう。

日本の未来のために

経済センサスー基礎調査
企画課　 （93）1118

この調査は、国の基幹統計調査とし

て、2019 年 6 月～ 2020 年 3 月までの

間、調査員が全国すべての事業所の活

動状況を実地確認し、新たに把握した

事業者などの一部の事業所には調査票を

配布します。調査への協力をお願いします。

お知らせ

空き地の管理は適正に
環境課　 （93）4945

空き地の雑草を放置しておくと、ごみ

の不法投棄や害虫などの発生原因とな

ります。所有者は日頃から、土地の適

正管理を心掛けてください。

10 月 1日は浄化槽の日
環境課　 （93）4945

浄化槽は、微生物の働きで、汚れた水

（トイレや台所などからの排水）をき

れいにして放流する、生活排水処理設

備です。浄化槽の工事の施工と保守点

検・清掃、定期検査が法律で義務付け

られています。浄化槽の維持管理を怠

ると浄化されない汚水が側溝や排水路

を通り、川などを汚染する原因になり

ます。

大切な生活環境を守るため、浄化槽の

適正な維持管理をお願いします

井戸水の衛生管理
環境課　 （93）4945

飲み水として井戸水を利用している人

は、次のことに注意し、衛生的な管理

を心がけましょう。

●コップに水を採って、色・濁り・に

　おいなどに異常がないか、点検しま

　しょう

●井戸や貯水タンクの周りの点検、清

　掃を行い、清潔に保ちましょう

●飲み水が飲用に適するかどうか、年

　に１回水質検査を受けましょう

水質検査について

水質検査は、水道法に基づく大臣登録

検査機関や建築物衛生法に基づく知事

の登録水質検査機関で受けられます。

広報とみさとでは、有料広告を募集しています。　問 秘書広報課秘書広報班　  （93）１１１2

全国家計構造調査
企画課　 （93）1118

今を知り　明日をみつめる　暮らしの統計

この調査は、家計における消費・所得・

資産と負債の実態を総合的に把握し、

世帯の所得分布と消費の水準などを、

全国的と地域別に明らかにすることを

目的としています。調査の対象となっ

た世帯には、調査依頼のため、調査員

が訪問しますのでご協力をお願いします。

対全国から無作為に選定した世帯

ご存知ですか？労働委員会
個別的労使紛争のあっせん
申込 県労働委員会事務局

043（223）3735

個々の労働者と使用者の間で生じた解

雇・パワハラ・労働条件の不利益など

の労働関係のトラブルについて、労働

委員会の委員が間に入り、双方の歩み

寄りによる円満な解決を目指す「個別

的労使紛争のあっせん」を行っています。

あっせんは無料で、労働者、使用者ど

ちらからでも申請できます。

給水装置・水道メーターの点検を
上下水道課　 （93）3340

漏水を放置すると、水道料金が高額に

なったり、陥没事故の原因になる可能

性があります。定期的に点検しましょ

う。蛇口を全て閉めても、パイロット

（八角形の銀色のコマ）が回転してい

たら漏水の可能性があります。

最寄りの市指定給水装置工事事業者、

または漏水当番（今月の当番は P.13

に掲載 ) に相談してください。

なお、敷地内での漏水に係る修理費用

は、所有者または使用者の負担となり

ます。

　10月1日から

ごみ処理手数料が
変わります
クリーンセンター　 （93）4529

消費税増税に伴う、一般廃棄物処理手

数料を下記のとおり改正します。

10月1日からの改正内容

①粗大ごみの個別収集

● 1 回につき 300 ㎏までは 3,300 円

● 1 回につき 300 ㎏を超える場合は、

　3,300 円に 10 ㎏までごとに 110 円

　加算した額

②クリーンセンターに搬入する生活ごみ

● 1 回につき 10 ㎏までごとに 110 円

③クリーンセンターに搬入する事業ごみ

● 1 回につき 10 ㎏までごとに 220 円

特別障害給付金
幕張年金事務所　 043（212）8621

国民年金の任意加入期間に加入してい

なかったため、障害基礎年金などを受

給していない障害者を対象とした制度

です。

制度の詳細は、問い合わせてください。

対①または②に該当し、国民年金に任

　意加入していなかった期間内に初診

　日があり、現在、障害基礎年金の１・

　２級相当の障害の状態にある人。

　ただし、65 歳に達する日の前日ま

　でに障害の状態に該当する人に限る。

　①平成 3 年 3 月以前に国民年金任

　　意加入対象であった学生

　②昭和 61 年 3 月以前に国民年金任

　　意加入対象であった厚生年金など

　　に加入していた人の配偶者

額 ●障害基礎年金 1 級に該当する人

　　 月額　52,150 円

　●障害基礎年金 2 級に該当する人

　 　月額　41,720 円

　日日時または日　期期間　時時間　場場所　内内容　講講師　対対象・対象者　定定員・定数　費費用（記載なしは無料）　持持ち物、服装など　出出演

　任任期　選選考　額支給額・謝礼　申要申し込み　 E メール　HPホームページ　主主催　関関係部署　問問い合わせ　他その他

　申込み方法　担当部署の前に申込 とある場合は、電話、FAX、メールなどで申し込みができます。市外局番がないものは全て「０４７６」です。

　市役所への郵便物　記事に指定があるものを除いて、各記事の担当部署へ郵送する場合は「〒２８６－０２９２　富里市○○○○課」で届きます。

「広報とみさと」に広告をのせてみませんか？
詳しくは問い合わせてください。

有料広告スペース



水道水の放射性物質検査結果

　9 月４日の測定では、放射性物質は検出されず、安定した状態が続いてい

ます。今後も3か月に1回の測定を実施し、安全な水の確保に努めます。なお、

今までの測定結果は、市公式ホームページでお知らせしています。

　問水道課　 （93）３３４０

広報とみさと　2019.10.1　7

国民年金の受給方法
幕張年金事務所　 043（212）8621

65 歳になると自動的に年金が支給さ

れると思っていませんか？本人から請

求がないと、年金は支給されません。

また、希望により 60 歳から受給する

「繰り上げ請求」や、66 歳以降に受給

を開始する「繰り下げ請求」もできます。

国民年金には、このほかに障害基礎年

金や遺族基礎年金などがあります。受給

するには、いずれも請求手続きが必要です。

関国保年金課　 （93）4085

ねんきんサテライト成田
日本年金機構

日本年金機構は、年金相談などを身近

な場所で利用してもらうため、ねんき

んサテライト成田を開設しています。

日 8：30 ～ 17：15

　（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

場スカイタウン成田２階

　＜成田市花崎町828 ー 11 ＞

　JR 成田駅東口すぐとなり

内●厚生年金保険・国民年金関係の届書

　　などの受付・相談

　●年金相談

　　年金相談は混み合う場合がありま

　　すので事前予約をお願いします。

     予約の際は、基礎年金番号のわかる

　　物（年金手帳・年金証書など）を用

　　意してください。

　　【予約受付専用番号】

　　 0570（05）4890

関国保年金課　 （93）4085

迷惑駐車はやめましょう
消防署　 （92）1311

迷惑駐車は、消防車や救急車などの緊

急車両の進行を妨げ、現場への到着を

遅らせてしまいます。また、消火栓や

防火水槽などの周辺に迷惑駐車がある

と、迅速な消火活動ができません。緊

急出動は、市民の生命と財産を守るた

めに、１分１秒を争います。一人ひとりがルー

ルと駐車マナーを守りましょう。

FAXやメールでの119番通報
消防署　    （92）1311

　　　　FAX   （93）8837

電話による 119 番通報が困難な人から

の「火災・救急などの通報」を FAX

やメールで受け付けています。

FAX からの 119 番通報

119 番（局番なし）で送信できます。

FAX119 番送信用紙は、消防署、北分署、

社会福祉課で配布しています。

また、市公式ホームページからもダウ

ンロードできます。あらかじめ用紙に

氏名や住所などを記入しておくと、緊

急時にすぐ送信できます。

メール 119 番通報（登録制）

利用案内書と申込書は、消防署、北分

署、社会福祉課で配布しています。

また、市公式ホームページからもダウ

ンロードできます。郵送または FAX

で送るか、消防署または北分署に持参

してください。

市内各小学校区で防災訓
練を実施します
防災課　 （93）1114

防災活動の基本は、一人ひとりが防

災についての知識と行動力を身につけ、

「自らの命は自ら守る」、「ともに協力

し合い地域を守る」ことです。災害に

備え、積極的に訓練に参加しましょう。

日 場

● 10 月 19 日（土）富里第一小学校

● 10 月 20 日（日）日吉台小学校

● 10 月 27 日（日）富里南小学校

● 11 月 19 日（土）根木名小学校

● 11 月 10 日（日）富里小学校

県動物愛護センターからの
お知らせ
申込 県動物愛護センター

（93）5711

次の教室などは、全て県動物愛護セン

ター＜御料＞を会場に開催されます。

必ず事前に電話予約をしてください。

詳しくは問い合わせてください。

犬のしつけ方教室

●基礎講座

日 10 月３日（木）、11 月６日（水）、

　 12 月 5 日（木）

　10：00 ～ 12：00

　【受付】9：30 ～ 10：00

定 20 組

●実技講座

　（公財）千葉県動物保護管理協会が

　開催します。

　申込 （公財）千葉県動物保護管理協会

　　　 043（214）7814

日 10 月３日（木）、11 月６日（水）、

　 12 月１日（日）

　 13：00 ～ 15：00

　【受付】12：30 ～ 13：00

定 10 組　

費 3,000 円（消費税別）

他飼い犬と同伴で実施します。

パピークラス

子犬同伴で参加できる飼い方教室です。

日時は、問い合わせの際に、調整します。

飼い主さがしの会

犬・猫がほしい人、あげたい人との出

会いの場です。時間に遅れると参加で

きませんので注意してください。

日 10 月５日（土）、11 月２日（土）、

　 12 月１日（日）

　●犬・猫がほしい人

　　【受付】9：00 ～ 9：30

　●犬・猫をあげたい人

　　【受付】9：30 ～ 10：00

一般譲渡会【予約不要】

愛護センターの成犬・成猫を譲渡しま

す。直接受付時間内にお越しください。

時間に遅れると参加できませんので注

意してください。

日 10 月 12 日（土）、10 月 31 日（木）、

     11 月 14 日（木）、12 月 19 日（木）

　  9：30 ～ 12：00

　【受付】9：00 ～ 9：30

国保年金課　国民健康保険の人⇒国保班　 （93）4083

　　　　　　後期高齢者医療制度の人⇒高齢者医療年金班　 （93）4085

対次の条件を全て満たす人

　国民健康保険の人

　●申請時に市内に住所を有し、市の国民健康保険に１年以上継続して加入している

　●受検日時点で 40 歳以上

　●市税などを滞納していない世帯に属している

　後期高齢者医療制度の人

　●申請時に市内に住所を有し、県後期高齢者医療制度に１年以上継続し

　　て加入している人（国民健康保険の加入期間と通算）

　●市税などを滞納していない世帯に属している

　※検査項目が重複するため、人間ドックの助成を受ける人は、特定健康

　　診査または後期高齢者健康診査はできません。

　※脳ドックは２か年連続して助成を受けることはできません。

額検査費用の２分の１（限度額２万円）

申①医療機関に予約。予約は個人で行ってください。

　　次の契約医療機関以外で受検する人は、受検日に検査費用の全額を支

　　払い、後日、助成金請求手続きが必要となります。

　　契約医療機関　

　　●日吉台病院　 （92）0001

　　●成田富里徳洲会病院　 （85）5313

　　●髙根病院　 0479（77）1133

　　●成田赤十字病院　 （22）2311

　　●聖隷佐倉市民病院　 043（486）0006

　　●亀田総合病院附属幕張クリニック　 043（296）2321

　　※日吉台病院は、人間ドックのみ実施。

　　　成田赤十字病院は、脳ドックのみの受検はできません。

　　　詳しくは各病院に問い合わせてください。

　②国保年金課または日吉台出張所で申請　持保険証、印鑑

他●助成を受けた人の検査結果は、今後の市の保健指導などに活用させて

　　いただきますので、ご了承ください。

　●プレミアムドックなどの特別な検査を希望する場合や、検査日の変更・

　　キャンセルをする場合は、必ず事前に国保年金課に問い合わせてください。

人間ドック・脳ドック

費用の一部を助成しています

日 場

10 月

２ 日（水） 根木名小学校

16 日（水） 七栄小学校

18 日（金） 富里第一小学校

25 日（金） 富里小学校

11 月

１ 日（金） 富里南小学校

８ 日（金） 浩養小学校

26 日（火） 日吉台小学校

対平成 25 年４月２日～平成 26 年４月１日生まれ

　※対象者には「健康診断票」などを送付しています。

他次のようなときは、学校教育課に問い合わせてください。

　○診断日までに通知書が届かない　

　○記載事項に誤りがある

　○健康上の理由などで受診できない　　

小学校入学前に必ず受診を
　令和２年４月に小学校へ入学する児童を対象に、各小学校で内科・

歯科などの健康診断を行います。

問学校教育課　 （93）7659
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お知らせ

古紙の拠点回収
環境課　 （93）4946

日 10 月 27 日（日）　※雨天決行

　９：00～11：30 ／13：00～15：00

場中部ふれあいセンター駐車場

当日回収できる紙類

○新聞（チラシ含む）、雑誌、段ボール、

　紙封筒、トイレットペーパー・ラッ

　プフィルムの芯

　…種類ごとにひもで束ねてください。

○飲料用紙パック

　…水洗いして切り開き、乾かし、紐

　　で束ねてください。

○パッケージペーパー（お菓子の箱、 

　紙袋など）

　…紙袋に入れるか、紐で束ねてくだ さい。

狂犬病予防注射は
お済みですか？
環境課　 （93）4945

狂犬病予防法では、犬の所有者は「そ

の犬の所在地を管轄する市町村長に犬

の登録を申請しなければならない」こ

とや「その犬について、狂犬病の予防

注射を毎年一回受けさせなければなら

ない」ことなどが定められています。

まだ、予防注射を受けていない犬の所

有者は、動物病院などで予防注射を受

けさせ、獣医師が発行する「狂犬病予

防注射済証」を市環境課に持参し、「狂

犬病予防注射済票」の交付手続きをし

てください。

持注射済票交付申請書（ハガキ）、

　狂犬病予防注射済証

費狂犬病予防注射済票交付手数料

　１頭につき 550 円

他●既に、予防注射を受けていて、届

　　け出ていない場合も、同様に手続

　　きをしてください。

　●生後 90 日を経過した犬を飼って

　　いて登録をしていないときは、新

　　規登録の手続きが必要になります。

　　（別途 3,000 円）

第17回印旛沼流域環境・体験フェア

まるごと いんばぬま

印旛沼流域水循環健全化会議
（県河川環境課）

043（223）3155

日● 10 月 26 日（土）

　 　11：00 ～ 15：00

　● 10 月 27 日（日）

　 　10：00 ～ 14：00

 　※荒天中止

場佐倉ふるさと広場向かい側

　＜佐倉市臼井田 2714 ＞

内● 26 日のみ

　　E ボート（10 人乗りゴムボート）

　　乗船体験、流域市町のマスコット

　　キャラクター撮影会

　● 26、27 日

　　どじょうつかみ、ザリガニ釣り、

　　木の実工作など、工事用重機の乗

　　車体験、農産物・飲食物の販売、

　　ステージイベント

長寿祝金を贈呈
高齢者福祉課　 （93）4981

多年にわたり社会に貢献されたことに

敬意を表し、長寿をお祝いすることを

目的に、長寿祝金を贈呈します。

対象の人には、10 月上旬に祝金の受

け取り方法などを記載した通知を送付

しますので、確認してください。

対市内在住（９月 15 日時点）で、

　今年度中に 100 歳になる人

　（大正８年 4 月 1 日～大正９年 3 月

　31 日生まれ）

軽油引取税のお知らせ

佐倉県税事務所軽油引取税課
043(483)1116

軽油は県内で買いましょう

軽油引取税は、軽油を購入した販売店

の所在する県の収入になり、教育・福

祉・道路整備などに使われます。

Ｎｏ！不正軽油宣言

不正軽油の製造・販売・使用は、軽油

引取税の脱税だけでなく、県民の健康

や地域の環境に悪影響を与える悪質な

犯罪行為です。

不正軽油の流通を防止するために、「買

わない」「売らない」「使わない」を徹

底し、不正軽油の販売や使用の防止に

ご協力をお願いします。

募集

ビジネスチャンス
広報とみさと有料広告
秘書広報課　 （93）1112

「広報とみさと」毎号に掲載する広告

を募集しています。

配布部数　19,200 部

掲載料・規格

1 枠 10,000 円

（縦 9 ㎝×横 5.5 ㎝）

2 枠　20,000 円

（縦 9 ㎝×横 11.5 ㎝）

色　2 色（黒と市の指定色）

締切　掲載希望月の前々月 25 日

向台こども園
非常勤職員募集
向台こども園　 （93）2951

向台こども園

日●月・水曜日　8：30 ～ 17：15

   の指定する日時

　※勤務日時などは相談してください。

内園の保健業務全般

対正看護師または准看護師の有資格者

定若干名

額正看護師　時給 1,270 円　

　准看護師　時給 1,230 円

※交通費は市の規則に基づき別途支給

申次の書類を提出

　●履歴書

　（市販のものに必要事項を記入し、　

　写真を貼付）

　●資格証の写し

　　（資格取得見込みも可）

学童クラブ指導員

子育て支援課　 （93）4497

詳しくは、各学童クラブに問い合わせ

てください。

●日吉台学童クラブ

　 (91）2501

●根木名学童クラブ

　 (91）1288

●富里第一学童クラブ　

　 (91）1597

●浩養すいかキッズクラブ

　 (94）0520

●若草児童館学童クラブ（富里保育園併設）

　 (93）8226

育児サポート講習会（全３回）
申込 ファミリーサポートセンター

（92）2452

地域の育児サポートに関心のある人や、

すでに携わっている人を対象に、育児

について必要な基礎知識を学べる講習

会を開催します。

共通事項

　時いずれも 10：00 ～ 12：00

　対市内在住の人

　定 20 人（１科目でも受講可能）

　申 10 月７日（月）まで

日　内　

① 10 月８日（火）

　応急手当について

　講富里市消防本部

　場保健センター（すこやかセンター内）

　　２階会議室１

② 10 月 18 日（金）

　子どもの健康と安全

　子どもの栄養と食生活

　講保健師（市職員）、栄養士（市職員）

　場市民活動サポートセンター

③ 10 月 25 日（金）

　子どもの発達と心理

　講臨床発達心理士

　場市民活動サポートセンター

相　談

無料調停相談
千葉地方裁判所佐倉支部庶務課

043（484）1216

離婚や親子関係、遺産相続などの身の

回りの問題に、裁判所の調停委員（弁

護士を含む）が相談に応じます。

日　場

● 10 月５日（土）

　10：00 ～ 15：30

　ミレニアムセンター佐倉３階

　＜佐倉市宮前 3-4-1 ＞

● 10 月 26 日（土）

　10：00 ～ 15：30

　①成田市保健福祉館

　　＜成田市赤坂 1-3-1 ＞

　②四街道市総合福祉センター３階

　　＜四街道市鹿渡無番地＞

● 11 月 16 日（土）

　10：00 ～ 15：30

　印西市中央駅前地域交流館2号館３階

　＜印西市中央南 1-4-1 ＞

就労・進路相談
就労に悩む若者応援
申込 ちば北総地域若者サポート

　　ステーション　 （37）6844

厚生労働省委託事業

働くことに悩みを抱えている若者を支

援するため、相談を受け付けています。

日 10 月 10 日（木）13：00 ～ 17：00

場北部コミュニティセンター会議室１

対 15 ～ 39 歳で就労に悩みを抱えて

　いる人またはその家族

行政書士による無料相談会

千葉県行政書士会印旛支部　伊丹
090（7238）5726

相続、遺言、営業の許認可申請、外国

人の在留、契約書の作成などについて、

相談会を開催します。

日 10 月 19 日（土）9：00 ～ 12：00

場中央公民館１階サークル室

住宅耐震相談会
申込 都市計画課　 (93）5148

日 10 月 20 日（日）

　9：00 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 17：00

　1 組につき 45 分程度

場中央公民館

対市内在住の人

定 14 組

申 10 月 17 日（木）まで

持建築確認申請時の平面図など、住宅

　の間取りがわかるもの

スポーツ

楽しくスポーツを始めましょう

市スポーツ推進委員協議会事務局

（生涯学習課スポーツ振興室内）

　 (92)1597

学校の体育館や社会体育館などを会場

に、楽しく気軽に軽スポーツを始めて

もらえるよう市が委嘱した人材を派遣

し、指導・普及を行っています。

詳しくは問い合わせてください。

対市内在住、在勤または在学のおおむ

　ね 10 人以上で構成された団体

申生涯学習課スポーツ振興室窓口にて

ボッチャ体験してみませんか
とみさとボッチャの会　井上

090（1115）9286

日 10 月５日（土）、26 日（土）

　13：00 ～ 15：00

場とみさと市民活動サポートセンター

市ダブルステニス大会
申込 市体育協会テニス専門部　平野

090（9363）0307

E h i ranokykk@yahoo .co . jp

日 10 月 27 日（日）8：45 集合

　予備日　11 月３日（日・祝）、10 日（日）

場市営テニスコート

内ダブルス

　（男女組み合わせ自由、ハンディなどあり）

対中学生以上で、市内在住または在勤

定 16 組程度　費 1 人 1,200 円

申 10月15日（火）まで
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第８回市民剣道大会
市体育協会剣道専門部　萩原

090（2175）9110

日 11 月２日（土）

　13：30 ～ 18：00（予定）

場社会体育館 2 階アリーナ

内 3 人制の団体戦

対市内在住または在勤・在学で中学生以上

費 1 チーム 1,000 円を当日集金

申 10 月 11 日（金）まで

第 82 回市卓球大会
申込 生涯学習課（社会体育館内）

FAX （93）9640

日 11 月 10 日（日） 8：30 集合

場社会体育館２階アリーナ

対市内在住、在勤、市内クラブ所属の

　中学生以上

種○男女シングルス

　○ミックスダブルス

費１人 500 円（当日徴収・中学生無料）

申 11 月１日（金）までに、住所、氏名、

　連絡先、年齢、性別、ミックスダブ

　ルス参加希望の有無を記入し、直接

　窓口に持参または FAX

問 市体育協会卓球専門部　粕谷

　 090（2530）5101

　（月～金曜日の 19：00 ～ 21：00）

教室・講座・試験

普通救命講習
消防署　 （92）1311

日 10 月 20 日（日）9：00 ～ 12：00

　【受付】8：30 ～

場北分署 2 階会議室

対 12 歳以上で市内在住、在勤、在学

　いずれかの人

定 20 人　申 10 月 13 日（日）まで

千葉県 DV・児童虐待
予防セミナー

申込 県総合企画部男女共同参画課

  043（223）2376
FAX  043（222）0904

 kyodo3@mz.pref .ch iba . lg . jp

夫婦ゲンカにさようなら

～怒鳴らないディスらない　

　コミュニケーションの基本　機中八策～

日 11 月５日（火）

　11：00 ～ 12：00

場千葉市生涯学習センター 3 階大研修室

　＜千葉市中央区弁天３-7-7 ＞

講渡邉直さん（市川児童相談所長）

定 86 人（応募多数の場合は抽選）

申 10 月 29 日（火）まで

他手話通訳を希望する人は 10 月 22 日

　（火・祝）まで

セブンイレブンジャパンによる

シニア従業員の
お仕事説明会 in 富里

申込 商工観光課　 （93）4942

日 10 月 21 日（月）

　 15：00 ～ 16：30

　受付　14：40 ～

場分庁舎 2 階大会議室

対おおよそ 60 歳以上（年齢上限なし）

定 30 人

印旛沼環境基金
第６回公開講座
申込 佐倉市生活環境課

043（484）4278　

E se ikatsukankyo@city .sakura . lg . jp

日 11 月２日（土）

　 14：00 ～ 16：30

場ミレニアムセンター佐倉ホール

　＜佐倉市宮前 3-4-1 ＞

内テーマ「魚たち」

定 100 人

申 10月７日（月）から電話またはメール

甲種防火管理新規講習
防火・防災管理新規講習

（一社）千葉県消防設備協会

043（306）3871
FAX 043（223）6610

〒 260-0005　

千葉市中央区道場南 1-9-15

千葉県電工会館 2 階

日 12 月 19 日（木）、20 日（金）

　※ 2 日間とも参加できる人に限る。

場成田国際文化会館

　＜成田市土屋 303 ＞

　●甲種防火管理者

　　１階小ホール　

　　定 120 人

　●防火・防災管理者

　　２階国際会議室　

　　定 140 人

申申込書を（一社）千葉県消防設備協会

　へ持参または FAX

　 ※申込書は、県消防設備協会、日

本防火・防災協会または市消防本部

で配布のほか、日本防火・防災協会

ホームページからダウンロード可

●甲種防火管理者

　費 7,500 円（テキスト含む）

　申 10 月 24 日（木）、25 日（金）

●防火・防災管理者

　費 9,500 円（テキスト含む）

　申 10 月 30 日（水）、31 日（木）

　問●（一財）日本防火・防災協会

　　　 03（3591）7121

　　●消防本部予防課　

　　　 （92）1313

市生涯学習・家庭教育講演会

生涯学習課（中央公民館内）

（93）7641　FAX   （91）1020

 syakai-edu@city.tomisato.lg.jp

社会に生き抜く大人になるまで、子ど

もの力をどのように育てますか？

日 11 月６日（水）10：00 ～

場中央公民館 4 階大会議室

講難波江玲子さん（スクールカウンセ  

　ラー・スーパーバイザー）

申 10 月 18 日（金）までに、電話、FAX、

　メールのいずれかで申込み

　（FAX、メールの場合は住所、氏名、

　連絡先を明記）

他託児あり。希望する人は、同時に申

　込んでください。

イベント

第６回ひよし青空市　
出店者募集

ひよし商店会　伊部

090（8054）6697

プロ・アマ問わず手作り雑貨、こだわ

りの品、農作物、食品、フリーマーケッ

ト（富里市民限定）など、様々な物を

出品できる住民参加型の青空市です。

テナントも何軒か使用できますので、

ワークショップや体験教室も大歓迎です。

第６回ひよし青空市　開催日時など

日 10 月 26 日（土）雨天決行

　10：00 ～ 15：00

場日吉台メイン通りのテナント軒先や

　駐車場、北部コミュニティセンター

申申し込みや詳細は、

　hi-yo-sh i .com で確認できます。

SUN MUSIC FESTIVAL'19
申込 SUN MUSIC FESTIVAL 

　　実行委員会　小林

　　 080（2017）1939

美味しい料理、音楽、ダンスを通じて

子どもから大人まで楽しめる体験型

フェスティバルです。

日 10 月 13 日（日）

　 10：00 ～ 19：00

　※小雨決行

場新木戸大銀杏公園

内屋台、キッズダンス、フラダンス、

　DJ イベントなど

第７回どけんまつり

千葉土建八街支部

043（442）0280

楽しいステージの最後には抽選会を予

定しています。

日 10 月 13 日（日）

　 10：00 ～ 14：30

場イオン八街店　第２駐車場

内無料子ども工作教室、建設機械乗車

　体験、けむり体験、バザー、模擬店

第 31 回千葉盲祭

県立千葉盲学校
043（422）0231

日 10 月 26 日（土）9：10 ～ 15：00

場県立千葉盲学校

　＜四街道市大日 468-1 ＞

内幼児・児童・生徒によるステージ発表、

　作品展示、作業班による野菜などの

　販売、理療科によるマッサージ体験、

　県立四街道高校吹奏楽部による演奏

　など

対市内在住または在勤している 20 歳以上で、年５回程度の会議に出席できる人

　※市の審議会などの公募委員を２つ以上兼ねている人または市の議員・職員

は除く。

定３人以内

任２年　（令和元年 11 月 15 日～令和３年 11 月 14 日）

額〇会長　１回 7,500 円　〇委員　１回 7,000 円

申 10 月 15 日（火）までに、子ども・子育て会議公募委員申込書（※）に必要   

　事項を記入し、　「安心して子育てができる環境づくりについて」をテーマに

　した 400 字以内の作文を添え、次のいずれかの方法で申し込んでください。

　〇窓口に直接持参

　〇電子メール

　〇郵送（15 日の消印有効）

電子メールまたは郵送は、確認のため、提出した旨を必ず電話で連絡してくだ

さい。

※子育て支援課窓口、日吉台出張所に備え付けてあるほか、市公式ホームペー

ジからもダウンロードできます。

選書類選考　選考結果は、応募者全員に個別に通知します。

市では、子ども・子育て支援法に基づき、子育て支援施策の推進や実施状況に

ついて、市民の皆さんから意見をいただくため、「市子ども・子育て会議」の委

員を募集します。

会議の委員は公募による委員のほか、学識経験者などから構成されます。

子ども・子育て会議

　　　　　　市民委員を募集

問・申込先　子育て支援課

　 （93）4497　  kosodate@city .tomisato . lg . jp

千葉
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ふくし

中途失聴者・難聴者との
手話学習とミニ懇談会
NPO 県中途失聴者・難聴者協会

FAX 043（461）6533

　　　047（432）8039

日 10 月５日（土）13：30 ～ 16：00

場佐倉市中央公民館

　＜佐倉市鏑木町 198-3 ＞

費初回のみテキスト代 1,200 円

他要約筆記で聞こえのサポートをします。

デイケアクラブ
申込 社会福祉課

（93）4192　 FAX （93）2215

日 10 月 17 日（木）13：30 ～ 15：30

場中央公民館玄関ホール

内トマト収穫体験

対 18 歳以上で、精神科などに定期的

　に通院している人

心身障害者扶養年金
社会福祉課　 　(93）4192

　　　　　 FAX（93）2215

制度の詳細は、問い合わせてください。

対次のいずれかに該当する障がい者　

　（児）の 65 歳未満の保護者

　①身体障害者 1 ～ 3 級の人

　②療育手帳所持者

　③精神または身体の永続的な障がい

　　があり、その程度が①または②と

　　同程度と認められる人

費掛け金

　１口 9,300 ～ 23,300 円

　加入時の保護者の年齢によって変わ

　り、2 口まで掛けられます。

　給付内容

　1 口加入　月額 2 万円

　2 口加入　月額 4 万円

医療講演会
成田富里徳洲会病院

地域連携室　 070(3176)9118

日 10 月 29 日（火）16：00 ～

場成田富里徳洲会病院2階多目的ホール1

内症状のないサイレントキラー、

　大動脈瘤について

講嶋田直洋さん（成田富里徳洲会病院

　心臓血管外科医）

北部地域包括支援センター

日吉台４－６－ 14　 (36)7725

駐車場に限りがありますので、自動        

車での来所はご遠慮ください。
 

絵手紙教室

　日 10 月２日（水）、16 日（水）

　　10：30 ～ 12：00

　費 1 回 500 円

書道教室

　日 10 月９日（水）、23 日（水）

　　10：30 ～ 12：00

　費 1 回 1,000 円

とみさと北部ふれあいクラブ

（気軽に集える地域の居場所）

　日 10 月８日（火）

　　 14：00 ～ 15：30

　内お手玉づくり

　費１回 100 円

中部地域包括支援センター
龍岡ケアセンター内　 (85)5572

中部オレンジカフェ

　日 10月 15日（火） 

　　 13：30 ～ 15：00

　 対認知症の人やその家族

　　認知症に関心のある人

地域交流スペース「とみのわサロン」

　日 10月 25日（金）

　　 13：30 ～ 15：00

　内○情報交換

　　○ミニレクリエーション

　　○お茶飲み会

南部地域包括支援センター
九十九荘向い　 （90）6331

南部ちょきん体操

　日 10 月７・21・28 日（月）

　　14：00 ～ 15：00

　内○とみさと健康ちょきん体操

　　○定期的な体力測定

　対 65 歳以上

小物づくり「季節の小物づくり」

　日 10 月 10 日（木）

　　 10：30 ～ 12：00

高齢者サロン「ぷらっと・南歩（なんぶ）」

　日 10月20日（日）14：00～15：00

　内○情報交換

　　○ミニレクリエーション

　　○お茶飲み会

子育て
保育施設などの行事日程は、月を省略

していますが全て 10 月の行事です。

また、指定がない限り必ず保護者同伴

で参加してください。

10月分の学校給食費振替日
学校教育課　 （93）7659

日 10 月 10 日（木）

　※前日までに入金確認をお願いします。

お子さんの発達で
気になることはありませんか

簡易マザーズホーム

（92）2302　FAX（92）2303

E mothershome@city .tomisato . lg . jp

マザーズホームは、遊びを中心とした

取り組みの中で、大切な乳幼児期の子

どもたちの情緒、運動の発達を目指し、

子育てを支援します。

場マザーズホーム ( 福祉センター内 )

対就学前の子どもと保護者

※ 10 月から幼児教育無償化が始まり、

3 歳児以上は無償化の対象となります

が、3 歳児未満は無償化の対象外とな

るので、費用を一部負担いただきます。

保育所等訪問支援事業

お子さんが通っている園に、支援専門員

が訪問し、集団適応できるよう支援を行っ

ています。詳しくは問い合わせてください。

児童手当の支給月
子育て支援課　 （93）4497

日 10 月 10 日（木）

　支給対象月　6 月～ 9 月分

　※９月 20 日までに現況届を提出し

ていない人は今回の振込日に支給され

ません。詳しくは問い合わせてください。

ほっかほかクラブ
「バルーンアートで遊ぼう」

日吉台地区社会福祉協議会　高徳

（93）2755　

日 10月28日（月）

　10：00～12：00

場北部コミュニティセンター 2 階和室

対 3 歳までの子どもと保護者

費 1 家族 100 円

子育て支援センター（葉山キッズ・ランド）
申込 （93）2800

センター室開放

0歳・妊婦 水曜日 14：00 ～ 15：30

0 ～ 5 歳児

月～土曜日
9：00 ～ 11：30

（９・12・18・25・26日を除く）

月・火・木～土曜日
14：00 ～ 15：30

（１・18・25・29 日を除く）

双子または
三つ子

９日（水）
9：00 ～ 11：30

●センター室開放時に実施

　▼身体測定　

　　日７日（月）～ 12 日（土）

　▼育児相談（来園・電話相談）

　　日随時

　　申個別相談希望は前日まで

親子おはなし会

　 ● 0 歳、妊婦

　　日 23 日（水）

　　　15：10 ～ 15：30

葉山こども園との交流

　日７日（月）　

　　※雨天時は８日（火）

　　10：00　葉山キッズ・ランド集合

　　10：15 ～ 11：00　園児との交流

　対 未就園児

　持飲み物、帽子　

日 11 月 30 日（土）11：00 ～ 18：30（予定）※ 雨天中止

　 ※イルミネーション点灯  17：30 ～ 　　

場新木戸大銀杏公園

他●イベントに参加される団体・サークル（ダンス・バンドなど）を募集して

　　います。

　●キッチンカー、模擬店も募集しています。（出店費 10,000 円）

七栄開拓150年記念イベント

問い合わせ先　市役所通り商工振興会　柿沼　 080（1308）7544

　　　　　　　 七栄商店会　　　　　　相川　 090（3527）5469

　　　                                                               　FAX   （93）1773

七栄開拓 150 年を記念してイベントを開催します。

市内で開催されている行政相談は、「人権相談」と「心配ごと相談」と合同で、

次のとおり開催しています。

日毎月第４火曜日（祝日などの場合は翌週）　

　10：00 ～ 14：30（10 月は 29 日（火）に開催）

場福祉センター２階会議室

※日時・場所は都合により変更する場合がありますので、「広報とみさと」な

どで確認してください。

富里市行政相談所

総務省では、行政相談制度について広く国民の理解と認識を深め、その

利用を促進するため、全国的に様々な行事を展開します。

行政相談週間

　　10月７日（月）～13日（日）

問秘書広報課　 （93）1112

日１月 12 日（日）受付 10：00 ～

　式典など 10：30 ～

場中央公民館講堂

　飲食物の持ち込みは禁止です。持ち込もうとしたときは、主催者の判断で預

　かる場合があります。皆さんの成人式ですので、ご協力をお願いします。

対平成 11 年 4 月 2 日～平成 12 年 4 月 1 日に生まれた人

※対象者には 12 月上旬に案内状を送付します。市内に住民票がない人でも出席

できます。なお、市外に案内状の送付を希望する人は、連絡してください。

令和２年成人式 問生涯学習課　 （93）7641
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コミュニティタイム

（サークル支援・多目的室利用）

　日 16・23・30 日（水）

　　  9：00 ～ 11：30

　申利用日の７日前まで

移動支援（現地集合）

●北部コミュニティセンター

　日 18 日（金）

　　10：00 ～ 11：30

　対市内北部地域在住の未就学児　

　他親子おはなし会も開催

●中央公園

　日 25 日（金）10：00 ～ 11：00

　内ミニ運動会

　持飲み物、タオル、帽子

　他荒天時はセンター室開放

育児講座「離乳食の進め方」

　日 29 日（火）

　　14：00 ～ 15：00

　定 8 組

　申 16 日（水）9：00 ～

　　電話、または直接申し込み

子育て支援センター（向台こども園）
申込 （37）7070

センター室開放・園庭開放

0 歳児・妊婦 木曜日 14：15 ～ 15：45

0 ～ 3 歳児

火・水・金曜日
14：15 ～ 15：45

土曜日
13：00 ～ 15：00

0 ～ 5 歳児 火～土曜日 9：00 ～ 11：30

●センター室開放時に実施

　▼身体測定　

　　日 22 日（火・祝）～ 25 日（金）

　▼育児相談（来園・電話相談）

　　日随時　申個別相談希望は前日まで

移動支援（現地集合）

　日 ４日（金）10：00 ～ 11：30

　場北部コミュニティセンター２階

　対市内北部地域在住の未就学児

運動会に参加しよう

　日 6 日（日）　対 20 人

　場社会体育館 2 階アリーナ

　　駐車場：市役所職員駐車場

　申１日（火）９：00 ～

親子お話し会

　日９日（水）14：45 ～ 15：05

　対 0 ～３歳児

みんなで探検隊「天神谷津でピクニック」

　日 16 日（水）10：00 集合

　　途中参加はできません。集合時間

　　までに受付を済ませてください。

　　荒天時はセンター室開放に変更します。

　対 おおむね 2 歳以上の子ども

　定 10 組　

　持タオル、飲み物、帽子、動きやす

　　い服装、着替え

　申１日（火）９：00 ～

ママタイム「ママのためのリフレッシュエアロ」

　日 24 日（木）10：00 ～ 11：00

　対 おおむね 0 歳児を持つ保護者

　定 15 人

　申８日（火）9：00 ～

おおきくなったね

　日 30日（水）午前と午後の「帰りの会」

　内 10 月生まれのお子さんの誕生日 

　　をみんなでお祝いします。10 月

　　で６か月を迎えるお子さんも歓迎。

富里保育園
申込 （93）0155

保育参加「つくしんぼ広場」

　日随時実施　9：30 ～ 12：00

　対 定未就園児、妊婦。各年齢 2 組

　申希望日の１週間前まで

子育てサークル「おやこの森」

　日８日（火） 9：30 ～ 11：00

　対 定未就園児 15 組

　持上履き、飲み物、帽子　申前日まで

子育て交流の場「にこにこサロン」

　日 15 日（火）９：30 ～ 11：00

　対 定未就園児 15 組

　持上履き、飲み物、帽子　申前日まで

育児講座

　日 23 日（水）９：30 ～ 11：00

　対 2 歳以上の未就園児

　定 20 組　申 16日（水）まで

　持上履き、飲み物、汗拭きタオル、

　　動きやすい服装

こひつじ保育園
申込 （93）1048

保育園開放　子育てひろば「バンビ」

　日９・23 日（水） 9：30 ～ 11：00

　対 定未就園児 15 組　

　持上履き、飲み物、帽子　申前日まで

給食試食会

（子育てひろば「バンビ」の後）

　日 23 日（水）11：00 ～

　定 5 組　費子ども 1 人 100 円、

　　　　　　保護者１人 200 円

　他アレルギー対応していません。

子育て相談（来園相談・予約制）

　日毎週水曜日 13：00 ～ 15：00

育児講座「手作りアクセサリー」

　日 29 日（火）14：00 ～ 15：30

　定８人　費材料費 350 円

　持上履き、飲み物

　申 21 日（月）まで

青空保育園
申込 （91）6151

保育園開放「どんぐりクラブ」

　随時、育児相談にも応じます。

　日毎週火・木曜日　 8：00～11：00

　　（22 日（火・祝）を除く）　　

　▼身体測定

　　日１日（火）、３日（木）

　　持飲み物、帽子、タオル、着替え   

       申前日まで

　▼リフレッシュ講座

　　「カルトナージュ（ウェットティッ

　　シュカバー作り）」

　　日 29 日（火）10：00 ～ 11：00

      定５組　 申 17 日（木）まで

富里幼稚園
申込 (93)2387

コアラクラブ

　日 16 日（水）9：30 ～ 11：00

　内親子で遊ぼう ( 簡単な製作、園庭

　　遊び、軽い運動遊び )

　対 3 歳以上の未就園児　定 15 組　

　持上履き、飲み物、帽子　

　費 100 円　（保険代）

　申９日（水）まで

若草児童館
申込 （93）8226

①～③の共通事項

　時 10：15 ～ 11：30

　費年間 500 円

　　（保険料・材料費など、初回無料）

　持上履き、飲み物、帽子、タオル

　申初回のみ前日まで

　①赤ちゃん集まれ「ミルキーベビー」

　　日２・９・16・23 日（水）

　　内手遊び、読み聞かせ

　　対およそ生後 3 か月～ 2 歳

　②ちびっこ集まれ「ミルキールーム」

　　場　日 内

　　 ●若草児童館　

　　　３・10・24 日（木）　

　　　17 日はさつま芋堀り 定 5 組

　　 ●北部コミュニティセンター

　　　７・21 日（月）　

　 　 ●日吉台第7公園（雨天中止）

　　　４・11・18・25 日（金）

　　対未就学児　

　　内手遊び、体操、紙芝居、工作など

　③みんなで遊ぼう「ミルキーガーデン」

　　日４・11・18・25 日（金）、

　　　７・21（月）

　　対未就学児

　　内おもちゃや絵本などで自由に

　　　遊べます。

おもちゃ貸し出し

　日２・９・16・23 日（水）

　　10：15 ～ 11：30

　内児童館の貸し出しおもちゃを 1 週

　　間、1人1点各家庭に貸し出します。

「ともだちクラブ」小学生児童館開放

　日４・11・18・25 日（金）

　　16：00 ～ 17：00

　対小学生

　申前日まで

　費年間保険料 1 人 500 円

　　（初回無料。別途材料費がかかる

　　ことがあります。）

「サタデーベース」児童館開放

　日 内●５日（土）

　　　　 10：00 ～ 12：00

　　　     ネイチャーゲーム

  　　  ●12 日（土）

               10：00 ～ 12：00

　　　     秋の工作

　対● 0 歳～未就学児

　　●小学生～高校生

　　　※中学生以上は子どものみでの

　　　　参加可能

　持上履き、飲み物、帽子、タオル　

　申初めて参加する人は前日まで

じどうかん食堂　

　日 19 日（土）12：00 ～ 14：00

　内手作りしゅうまい、さつま芋のスティック ほか

　対 定子ども～大人　限定 50 食

　費中学生まで無料、

　　その他 1 人 200 円

わかくさ広場　　　　

　日 26 日（土）10：00 ～ 12：00

　内ハロウィンパーティー

　　（仮装して地域へお菓子をもらい

　　に行きます。）

　対 定乳幼児親子 10 組、小学生 20 人

　費 1 人 300 円

　申 18 日（金）まで

日吉台幼稚園
申込 　 （93）4408

子育て教室　「ちびたんくらす」

　日 10 日（木）10：15 ～ 11：45

　内入園説明会③、運動会遊び

　対 定未就園児 20 組　

　申前日まで

　持飲み物、帽子、着替え、タオル

未就園児園庭解放

（日吉台幼稚園第 2 グラウンド）

　日３日（木）10：15 ～ 11：45

　対 未就園児

　持飲み物、帽子、着替え

太子幼稚園
申込 （93）3291

E fwkt3763@mb.infoweb.ne.jp

太子幼稚園　富里

太子幼稚園文庫　「お話会」

　日９日（水）14：30 ～ 16：00

　内素話、絵本、詩、ミニシアター上

　　映会など

　対 お話しを楽しめるようになった親子

子育て支援「めだか教室」

　日 12 日（土）９：00 ～ 10：15

　内わらべうた伝承遊び、作って遊ぼう

　対 定未就園児 20 組

　持飲み物、タオル、上履き

子育て相談（臨床発達心理士による育

児相談・カウンセリング）

　日 29 日（火）10：30 ～

　対 2 歳～就学前の子どもの保護者

　申ホームページまたはメール

仲　間　募　集

2019 年度竹謡会
「民謡の集い」

小口　 （93）4742

日 10 月 17 日（木）

     10：00 ～ 15：00

場福祉センター

プレミアム付商品券　販売開始

問プレミアム付商品券事業について　専用コールセンター　 （93）1552 

　　　　　　　　　　　　　　　　　※市役所開庁日の９：00 ～ 16：30

購入対象者　● 2019 年度の住民税が課税されていない人で申請をして交付決定され、

購入引換券の交付を受けた人

　　　　　　●子育て世帯で市から購入引換券の交付を受けた人

　　　　　　　※ 2019 年度の住民税が課税されていない人は、申請が必要です。 

販売場所　市内の各郵便局

　　　　　○日吉台郵便局　○七栄郵便局　○富里郵便局　○十倉郵便局

購入時必要な物　○購入引換券　○代金　○本人確認できる有効期限内の公的証明書など
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契約医療機関への予約が必要です。

体調が悪い時は無理せずに、元気に

なってから受けてください。

ヒブ・小児用肺炎球菌・B型肝炎

　令和元年８月生まれ

ＢＣＧ　令和元年５月生まれ

４種混合　令和元年７月生まれ

ＭＲ（麻しん・風しん）・水痘

　平成 30 年９月生まれ

日本脳炎　平成 28 年９月生まれ

10月の個別予防接種

母子保健班

高齢者のインフルエンザは、予防効果

の観点から 12 月 31 日までに接種し

てください。年末は医療機関の休みに

注意してください。

対象者

① 65 歳以上の人（対象者には９月下旬

に予防接種の予診票を送付しています。）

② 60 ～ 64 歳の人で、心臓、腎臓又は

呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活

が極度に制限される程度の障がいを有

する人（身体障がい者手帳１級相当）、

ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能

に日常生活がほとんど不可能な程度の

障がいを有する人（身体障がい者手帳

１・２級相当）。

※手帳がある人は手帳の写し、手帳

がない人は医師の診断書などを提出し

てください。問診票を渡します。

接種期間…12 月 31 日まで

実施場所…県内契約医療機関

費用…自己負担 1,500 円（生活保護受

給者は受給証明書を持参してください。）

※満 65 歳以上の人が対象です。65 歳

の誕生日以降に接種してください。

高齢者インフルエンザ
ワクチン接種

成人保健班

８月２日の3歳児健診で、むし歯や治

療済み歯のなかった子どもたちの紹介

です。

　　浅野　琉
る み な

南　　　アング大
だいいち

一

　　安西　航
こ う き

希　　　伊 　那
な な

々

　　大嶋　凛
り ん や

也     　  加藤　来
く る み

実

　　斉藤　春
は る ま

馬　　　齊藤　日
ひ い ろ

彩

　　篠﨑　倖
ゆ き な

名　　　白井　凜
り の

乃

　　鈴木　佑
ゆ な

奈　　　田中　真
ま な と

都

　　永田　柚
ゆ ず き

稀　　　西岡　  杏
あん

　　菱沼　らん　　　日向　  唯
ゆい

　　布施　遥
は る ひ

陽　　　眞島　  爽
そう

　　梁川　武
たけはる

陽　　　渡邊優
ゆ り あ

莉亜

　　　　　　　＜ 50 音順・敬称略＞

母子保健班

ストップ！ザ・むし歯

不妊相談
申込 印旛健康福祉センター地域保健課

　 043（483）1135

不妊で悩む夫婦等を対象に、不妊に関

する一般的な相談や不妊治療・不育症

に関する情報を提供、医療面での相談

を行います。

日時…10 月 10 日（木）午後

場所…印旛健康福祉センター

　　　＜佐倉市鏑木仲田町 8-1 ＞

申込… 10 月７日（月）までに電話 

 　　　予約

テーマ 日　時 講　師

効果的なウォーキング
11月12日（火）

10：00～12：00

健康運動指導士

石井千代江さん

気軽にできる筋力アップ
11月19日（火）　

10：00～12：00

健康運動指導士

金坂孝さん

運動講習会に参加しませんか？             

健康づくりのために、ウォーキング

や筋トレを行っている人も多いので

はないでしょうか？

家庭で出来る筋力アップや、正しい

ウォーキング方法を学びませんか？

この機会にぜひ参加してください。

場所…保健センター ( すこやかセンター内）    定員…各回 30 人

持ち物…汗拭きタオル、飲み物　          申込…電話

その他…運動ができる服装、靴で参加してください。

              ※更衣室はありません。

10月の健康カレンダー ★…保健センター（すこやかセンター内）

日（曜日） 行　　　事 場　所 受付時間

１（火） 1 歳６か月児健診（平成 30 年３月生まれ） ★ 13：00 ～ 13：30

４（金） ３歳児健診（平成 28 年４月生まれ） ★ 13：00 ～ 13：30

７（月）
育児相談（要予約） ★ 13：30 ～ 14：30

健康相談（要予約） ★ ９：30 ～ 11：00

11（金） 乳児健診（令和元年５月生まれ） ★ 13：00 ～ 13：30

図書館カレンダー

開館時間…９：30 ～18：00

　※土・日曜、祝日は 17：00 まで

　※金曜日は 19：00 まで

　　（休日に重なった場合を除く）

　 …休館日　★…映画会

　◆　…おはなし会　●　…親子おはなし会

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 　

　◆

6 7 8 9 　

　●

10 11 12　

　◆

13 14 15 16

    ★
17 18 19

　◆

20 21 22 23

    

24 25 26

　◆

27 28 29 30 31
　

おはなし会

毎週土曜日14：00から「おはなし

のへや」で絵本や昔話を楽しむ会を

行っています。（20分程度・4歳く

らいから小学生）とっておきの楽し

いお話をたくさん用意してお待ちし

ています。

親子おはなし会

毎月１回水曜日、10：30から30分

程度、図書館ボランティア「もりの

なか」による乳幼児対象のわらべ歌

を中心とした、おはなし会を行って

います。親子で一緒に楽しみましょう。

10月の映画会
■場所　2 階ＡＶホール

■定員　先着 80 人

日　時 内　容

16 日（水）
14：00 ～

続　深夜食堂【１０８分】2016 年公開

出演　小林　薫、キムラ緑子　ほか

ネオン瞬く、繁華街の路地裏にひっそりと佇む、“めしや"。
深夜0 時から朝7時までやっていることから、人は“深夜食堂 "と呼ぶ。
カウンターだけの狭い店に、メニューは「豚汁定食と酒類だけ」だが、
材料さえあれば、「出来るもんなら作るよ」とマスター(小林薫 )が出し
てくれる味と居心地の良さを求めて、夜な夜なさまざまな客がやって来
る。
春、その夜は、常連たちが揃いも揃って喪服姿で現れ、めしやの中に
も何となく湿っぽい空気が漂う。そこにもう一人、喪服姿の女性客がやっ
て来る。
だが、出版社で編集者をしている範子 ( 河井青葉 )は仕事のストレスが
溜まると、
気分転換に喪服を着て街を出歩き、シメにめしやで焼肉定食を食べると
いう一風変わった女性だった。そんなある日、彼女が担当していたベテ
ランの作家が急死し、通夜の席で中年男・石田(佐藤浩市)と出会う。
苦み走った渋い魅力に惹かれて……。

※入場は先着順で、定員を超えた場合は入場を制限します。また、内容について

はやむを得ず変更することがあります。

返却期限を守りましょう
図書・雑誌・視聴覚資料の貸出期間は２週間です。現在お手元にある資料

の返却期限は過ぎていませんか？図書館の資料は市民の大切な財産です。

ライブラリーオープンスペースの一部の用途が変わりました
ライブラリーオープンスペース内にありました「インターネット閲覧コー

ナー」は、調べ物や学習のための個別のデスクとして利用できるようにな

りました。

なお、インターネットを利用した調べものや学習を希望する人は、相談カウ

ンター隣にパソコンがありますので利用してください。
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10月の富里市
日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５

○心配ごと相談 ○障がい者相談

６ ７ ８ ９ 10 11 12

中央公民館休館日

○交通事故相談

　※１

○心配ごと相談

13 14 15 16 17 18 19

○市民課一部

　証明交付

中央公民館休館日

○法律相談 ※２

○心配ごと相談

○年金相談

20 21 22 23 24 25 26

○法律相談

中央公民館休館日 中央公民館休館日

27 28 29 30 31

○市民課一部

　証明交付

○市税休日納付相談

○法律相談

中央公民館休館日

○人権・行政・　

　心配ごと相談

中央公民館休館日

市役所本庁舎

分
庁
舎

中央
公民館

入口

すこやか

センター

駐
車
場

①

②

※休日は正面玄関が施

錠されていますので、す

こやかセンターの休日夜

間受付の入口を利用して

ください。

中央公民館　 （92）１２１１

●休館日　7 日（月）、14 日（月・祝）、21 日（月）、22 日（火・祝）、28 日（月）、31 日（木）

　　　　　 文化祭開催に伴う臨時休館日　10 月 31 日（木）～ 11 月４日（月・振休）

●使用申請受付は１日（火）～（受付時間8：30～17：15）

　公民館棟令和２年１月使用分・講堂棟令和２年４月使用分

※８：30 までに複数の人が申請に来たときは抽選を行い、受け付け順を決め、順番に申請を受け付けます。

急病のときは
急病診療所　持ち物…保険証　

　　　　　　　  夜間や休日の急な発熱やけがなどの診察・応急処置をします。症状により他の医療機関を紹介します。

●一般　成田市急病診療所（成田市赤坂）

　　　　 (27）１１１６

内科

小児科

毎日 19：00 ～ 22：45

日曜日・祝日 10：00 ～ 16：45

外科 日曜日・祝日 10：00 ～ 16：45

歯科
祝日・振替

（日曜日を除く）
10：00 ～ 16：45

● 15 歳まで　印旛市郡小児初期急病診療所

　　　　　　　（佐倉市江原台・佐倉市健康管理センター内）

　　　　　　　 ０４３（４８５）３３５５

 月～土曜日 19：00 ～翌朝 5：45

日曜日・祝日
 9：00 ～ 16：45 ／

19：00 ～翌朝 5：45

電話相談（医療機関を受診すべきか、救急車を呼ぶべきか迷ったら）

こども急病電話相談　 ♯８０００

( ダイヤル回線からは　 ０４３（２４２）９９３９)
毎日　 19：00 ～翌朝６：00

救急安心電話相談（15 歳以上）　 ♯７００９

( ダイヤル回線からは　 ０３（６７３５）８３０５)

 月～土曜日 18：00 ～ 23：00

日曜日・祝日・年末年始・ＧＷ  9：00 ～ 23：00

　敷地内での漏水は（今月の当番）　　　　　北総管工設備㈲　 （93）1288

声の広報をお届けしています 問 社会福祉課　 　(93）4192　FAX （93）2215

市内在住で視覚に障がいがある人などを対象に、広報とみさとを録音した CD を「声の広報」として配布しています。

　　　　　　　　　　　　　

納期内納付にご協力ください

10 月 31 日　（木）

市民税・県民税（普通徴収）　第３期

国民健康保険税　第４期

後期高齢者医療保険料　第４期

 介護保険料　第４期

休日開庁

市民課

一部証明交付（図①）

　市民課　 （93）４０８６

持ち物…運転免許証などの

　　　　本人確認書類

13 日（日）

27 日（日）

8：30 ～

　17：15

※旅券交付

　9：00 ～

　　16：30

取り扱い手続き

・住民票の写しの発行

　（本人または同一世帯員のみ）

・印鑑登録証明書の発行（代理人可）

・印鑑登録（本人のみ）

・個人番号カード（本人のみ）

・旅券の交付（本人のみ）

※個人番号カードと旅券の交付は、13 日

のみ。個人番号カードは、平日の市役所

開庁時に要予約。

市税休日納付相談（図②）

●納税課　 （93）０４３３

●国保年金課　 （93）４０８４
※相談日の当日は、国保年金課

へ問い合わせてください。

27 日（日）

 9：00 ～

　16：00

相談対象税目

・市民税・県民税

・固定資産税・都市計画税

・軽自動車税

・国民健康保険税

○交通事故相談（４日（金）までに予約）

時 10：00 ～ 15：00　場市役所分庁舎２階会議室

問 市民活動推進課 　 （93）1117

○法律相談（７日（月）から受付開始）

時 13：00 ～ 16：00　場市役所分庁舎１階会議室

問 社会福祉課　 （93）4192

○障がい者相談

時 13：00 ～ 15：00　場市役所分庁舎１階会議室

問 社会福祉課　 （93）4192

○年金相談

時 10：00 ～ 15：00　場市役所本庁舎１階会議室

問 国保年金課　 （93）4085

○心配ごと相談

時 10：00 ～ 14：30　場 福祉センター２階相談室

問 社会福祉協議会　 （92）2451

○人権・行政・心配ごと合同相談

時 10：00 ～ 14：30　場福祉センター 2 階会議室

問 社会福祉協議会　 （92）2451

○家庭児童相談（電話相談も可）

時 月～金曜日９：00 ～ 16：00（祝日を除く）

場 子育て支援課（すこやかセンター１階）

問 家庭児童相談室 　 （93）4498

○教育相談

時 火～金曜日９：30 ～ 15：45

場 市立図書館２階ふれあいセンター

問 ふれあいセンター　 （91）6600

○消費生活相談

時 月～金曜日９：30 ～ 16：00（祝日を除く）

場 市役所分庁舎２階消費生活センター

問 消費生活センター 　 （93）5348

　　　　　　 各　種　相　談

○相談は無料で、秘密は厳守されます。相談は正午～ 13：00 を除きます。

※１事前予約がない場合は開催しません。※２予約は毎月５日（閉庁日の場合は翌開庁日）から社会福祉課窓口で

受け付けます。予約時は、必ず相談者の身分証を持参してください。

時時間　場場所　問問い合わせ

広報とみさとの発行を
　　　　ＬＩＮＥでお知らせ

【登録方法】左のＱＲコード

を読み込むか、「ＩＤ検索」で、

@tom isato_c ity を検索し、

友だち追加ボタンを押してく

ださい。

スマートフォンなどで

広報紙がすぐに読めます

問秘書広報課　 （93）1112

※ LINE は配信のみを行っています。メッ

セージを確認することや、個別への返信は

できませんので、ご了承ください。
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広報とみさとは、再生紙、環境にやさしい植物油インキを使用しています。

７月に第73回千葉県中学校総合体育大会体操競技大会が開催され、富里中学

校体操部の男子団体が第2位と健闘し、第50回関東中学校体操競技選手権大

会出場を決めました。

環
　
境

～捨てないで　きれいなこころと　そのごみを～

第23回ポイ捨て“ナイナイ”キャンペーン

▲左から、相川前市長、長妻勇心さん、島田健太郎さん、

　石井海地さん、田村仁兵さん、國本前教育長

ス
ポ
ー
ツ

第 73回千葉県中学校総合体育大会体操競技大会

富里中学校体操部男子団体　第２位

９月８日～20日まで、富里市環境美化

推進協議会主催による、第23回「ポイ

捨て“ナイナイ”キャンペーン」が実

施されました。

期間中は、美観を損なうごみのポイ捨

てや散乱を防ぐために、市内各所にの

ぼり旗や横断幕を設置し、「ポイ捨て防

止」を訴えました。

表
　
彰

千葉県民生委員児童委員大会

市の民生委員が表彰されました

７月18日、千葉県民生委員児童委員大会が千葉県文化会館＜千葉市中央区＞で

行われ、長年に渡り民生委員として勤続された人が表彰されました。表彰され

た人は以下のとおりです。　

●石𣘺　　昇（日吉倉（北部）、プリンスハイツ）

●北崎　　孝（日吉台四丁目、スカイハイツ、サニーパークハイツ）

●渋谷佐智子（日吉台五丁目北・南）

●戸村　恭子（ファミリータウン富里）

●渡邊　俊治（七栄第3　他）

●石川　健一（七栄第6　他）

●江原　和江（二区、ハニワ台ニュータウン、バルールド富里）

●石井　誠一（大堀、旧平、葉山台、旧平中央）

●齊藤　和代（葉山）

平和への願いを　次世代へ

平和学習リーダーが長崎を訪問

ス
ポ
ー
ツ

第 32回全国小学生ハンドボール大会

出場者が表敬訪問

イ
ベ
ン
ト

伝統の唄と踊りで楽しむ夏のひととき

民謡の夕べを開催

文
　
化

（一財）成田国際空港振興協会の支援を受けて

ＤＶＤ「武州ばやし」完成しました

７月26日、ＨＣ市川の松井陽音さん（日吉台）と寺嶋聖さん（日吉台）が、

相川前市長を表敬訪問しました。

松井さんと寺嶋さんは、令和元年８月１日～５日まで京都府で開催された、

「第32回全国小学生ハンドボール大会」に出場しました。ますますの活躍が

期待されます。　

▲左から、寺嶋さん、相川前市長、松井さん

８月24日、中部ふれあいセンター管理運営委員会主催による「民謡の夕べ」

が開催されました。

当日は、施設を利用している竹謡会の皆さんが出演。

力強い演奏を交えた唄と踊りを披露し、夏の夕べのひとときを来場者の皆さ

んと楽しみました。

「武州ばやし」は、明治の始めに埼玉県（武州）から移住してきた人々が、

生活の安定した明治30年代頃に昔から伝わるお囃
は や し

子を始めたものでしたが、

現在は後継者不足などから休止しています。

今回、教育委員会が過去に制作したビデオを再編集し、武州ばやしを後世に

伝えるために、記録ビデオを制作しました。

市立図書館内AVブース、市公式ホームページで鑑賞できます。　

８月７日～９日にかけて、市内中学１年生の４人が平和学習リーダーとして被爆地・長崎を訪問しました。

平和学習リーダーは、長崎市が主催する「青少年ピースフォーラム」に参加し、全国から集まった小・中・高校生と交流しながら、被爆遺構を見学したり、

長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典に参列しました。

今後は、長崎で学んだことや感じたことなどを各中学校で発表し、平和の尊さについて各学校で考える機会を設けます。
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